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＜運営委員会報告＞

第169委員会委員長

坂部知平

運営委員会はメールで行っているため、開催期間は最初の
提案から決定までの期間である。
・第132回運営委員会：産業界会員増強
開催期間：平成23年2月1日〜3月11日
討議内容：設立当初より産業界会員数が10社減少した。
こ
れまで運営委員会が産業界会員の加入を勧めてきたが、
こ
れだけでは減少を止められないので、169委員会委員全員に
産業界会員増強をお願いするための具体案を検討した。
決定事項：第169委員会全員へ本件への協力依頼文を作成
すること、資料として、入会案内資料のまとめ、設立趣意書、
運営内規、入会申込書、入会初年度会費割引ルール、海外派
遣旅費申請ルール、学界委員継続及び新規加入に関する
ルール、若手研究者旅費援助ルール、第１期及び第2期研究
発表一覧、第2期及び第3期継続申請書などを添付ファイル
として全会員にメールすることが決定され、直ちに実行され
た ・ ま た 、こ れ ら の 資 料 は ホ ー ム ペ ー ジ
http://www.sbsp.jp/sbdt/の入会案内に掲載することが
決定され、直ちに実行された。
・第133回運営委員会：非共催・国内国際シンポジウム旅費
支援
開催期間：平成23年2月14日〜4月9日
討議内容：本委員会が共催していない、国内で開催される国
際シンポジウムに参加する委員に対し、旅費の支援を行うた
めのルールについて検討した。多くの具体案が提示された
が、他方反対意見もあった。
決定事項：決定には至らず、
中止した。
・第134回運営委員会：第35回研究会
開催期間：平成23年3月1日〜3月11日
討議内容：曽我部智研究会担当委員会委員長から第35回
研究会プログラム案が提示された。
決定事項：原案通り承認された。尚、
プログラム及び講演要
旨はホームページに掲載してある。
・第135回運営委員会：幹事交代
開催期間：平成23年3月29日〜4月15日
討議内容：持田製薬㈱の松末朋和幹事退任に伴い、後任幹
事を運営委員会が総会に推薦するための人選。
決定事項：曽我部智委員が研究会担当幹事として、
メールに
よる総会に推薦することが決定され、総会で信任を得た。
・第136回運営委員会：日本電子退会
開催期間：平成23年4月8日〜5月7日
討議内容：日本電子㈱岩槻正志委員より退会願が提出され
た。
決定事項：受理された。
・第137回運営委員会：年次会費
開催期間：平成23年4月9日〜10月8日
討議内容：第132回運営委員会の討議中
「年会費30万円は

高い」
という旨の意見が出されたことに基づき、年次会費の再
検討を行った。年次会費は本委員会が始めた回折構造生物
国際シンポジウム
（ISDSB）
の開催と深く関係する。ISDSBは
国際的に高く評価され、ISDSB2010はフランスのRoger
Fourme教授を当地実行委員長としてパリで開催されるまで
に世界的に認められるに至った。運営委員会で審議した結
果、ISDSBは今後も続けることに決定された。現在、ISDSBの
経費節減を検討しているが、節減がされない場合、年次会費
が30万円でも25.2社以上の産業界委員がいないと資金不
足になる恐れがあり、年次会費を25万円にするためには
30.2社の加入が必要になるとの試算がなされ、極めて多くの
議論がなされた。審議の要点を次に示す。
１）
「 3月11日及び今後も起こる可能性のある大震災による
不振に陥った産業界委員の年次会費を減免する案」が提案
され審議された。
２）
「 新規入会企業に対する一定期間年次会費を減免する
案」
が提案され審議された。
３）
「本委員会が会費に見合う魅力ある委員会になる必要が
あり、ISDSBだけでは不足であるとの意見」が出され審議さ
れた。
この問題は数年前から問題にされ、
このため第95回運
営委員会（平成21年１月２３日）
において産業界委員を委員
長とする
「研究会担当委員会」
を設けた。更に、今年度からは
研究会の回数を年３回から４回に増やしたが、
それだけでは
不足なため、
「小委員会での新規分野開拓についての情報交
換が必要」
との提案が出された。
４）本委員会を活性化するため
「運営委員や幹事の改選が必
要」
との提案が出された。
決定事項：本題である年次会費30万円は当分据え置くこと
に決定された。
この他審議中に提案された１）
については別紙
（ホームページ参照http://www.sbsp.jp/sbdt/ ）
に示す
「大震災等に依る年次会費減免申請書」を毎年10月1日〜
12月31日に委員長に提出し、委員長と副委員長で検討し、
正当な理由があると判断された場合は次年度の会費を１５
万円にする。
申請書は公開しない。正当な理由のある希望企
業が多数の場合には４企業で打ちきる。本年より第3期終了
まで継続する。第4期以降のことは第4期運営委員会で審議
する。
２）については「産業界の入会を促進するため、入会年
次とその次の年、合計2年間のみ、年次会費を20万円にす
る」。
この規則の有効期間は第3期終了までとする。4期以降
はその時点の運営委員会で審議する。
尚、上記１）、
２）
の運営
委員会提案は総会で可決された。
３）及び４）
についてはそれ
ぞれ第144回及び第145回運営委員会で審議することに
なった。
・第138回運営委員会：産学協力委員会震災対応会議
開催期間：平成23年5月8日〜5月22日
討議内容：平成23年5月2日に学振産学協力委員会委員長
第一回産学協力研究委員会震災対応会議が開催され、学振
産学協力委員会ナンバー委員会としての対応が検討された。
震災対応会議で今後の具体的行動を検討するため、169委
員会の対応について審議した。
決定事項：上記震災対応会議の決定に従い、放射能測定や
風評被害対応に３名の委員が応募した。
また必要に応じ、上
記震災対応会議が予算を必要とする場合には委員会経費か
ら支出する事が了承された。

＜研究室紹介＞

最近のwwPDBの活動とCCDCとの関係について
大阪大学蛋白質研究所
／日本蛋白質構造データバンク
（PDBj） 中村春木

皆様良くご存じのように、生体高分子の構造データベースで
あるPDBは、2003年から国際組織であるwwPDBとして、米国
Rutgers大学のHelen Berman教授が率いるRCSB-PDBと、
EBIのDr.
Gerard
Kleywegtが率いるPDBe、米国
Wisconsin-Madison大学のJohn L. Markley教授が運営す
るNMR実験データベースのBMRB (BioMagResBank)、
およ
び私どもPDBjの４つのメンバーが協力して運営している。
これ
ら４つのメンバーでは、投稿されたデータの品質管理のための
編集・編纂作業（プライマリー・アノテーション：Data-in）
はでき
るだけ共通に実施して、全く同一のファイルからなるアーカイブ
（ftp site）
からデータを配布する。
データの更新も、wwPDBの
サイトは同一時刻（毎週水曜日のグリニッジ時刻0時：日本時間
では朝9時）
に行われる。一方、
データの表示や検索サービス等
については個々に努力をして、
それぞれの国や地域の事情に合
わせたv i e w e rを構 築することが 奨 励されている。米 国の
RCSB-PDBがあれば何も日本でDatabase活動をする必要は
ない、
とする
「科学技術ただ乗り論」が、今でも多くの科学者の
間にさえあるが、
日本国内の結晶学者や生化学者が多くの貴重
なデータを産出している現状で、
そのデータを国内において責
任を持ってデータベース化することが必要なことにご理解をい
ただきたく思っている。PDBjでは、2011年度から、
（独）科学技
術振興機構内に設立されたバイオサイエンスデータベースセン
ター（NBDC, National Bioscience Database Center,
http://biosciencedbc.jp）
の支援を受け、上記したData-inと
してのデータベース構築作業に加えて、NBDCが進めるRDF
(Resource Description Framework) によるデータベース
の統合化を推進している[1]。
さらに、
日本語によるキーワード
検索も可能としたり、構造バイオインフォマティクス技術に基づ
く種々のサービスや教育用の資料等も開発・公開しているので、
R C S B - P D BやP D B eのサイトだけでなく、P D B jのサイト
（http://pdbj.org）
も、是非、
ご覧いただきたい。
ところで、wwPDBでは、毎年、国際諮問委員会（wwPDB
Advisory Committee meetiong）
が持ち回りで開催され、
本年は英国HinxtonのEBIにて2011年9月30日に行われた。
本年は、
これまで40年間使われてきたPDB formatが、原子数
や鎖数の上限および複雑になっていくメタデータの記載等のた

左からG. Kleywegt, J. L. Markley, C. R. Groom, Helen Berman,
筆者（2011年9月29日、EBIにて。）

め、更新せざるを得ない状況が同意され、新規の案として
PDBx（mmCIF）
を基本的なformatとして用いる一方、現在
の80文字の横幅のPDBフォーマットの幅を広げて原子数や
鎖数の上限を大幅に増やす記載法が提案され、今後、
さらに
議論されることとなった。
一方、
その会合の前日に、CCDC
(Cambridge
Crystallographic Data Center)の所長であるDr. Colin
R. GroomとwwPDBのメンバーとの間で、wwPDBとCCDC
との新たな協力関係についての契約の調印が行われた。PDB
データには、
リガンドとしての低分子化合物がますます多く含
まれるようになることから、
そのアノテーションについて、経験
が深く、
ツールも揃っているCCDCの協力を得ることがその
趣旨であり、wwPDBのプライマリー・アノテータは、編集時に
CCDCによるCSD(Cambridge Structural Database)の
全データを閲覧・検索することができるようになり、PDBのリ
ガンドデータの質をさらに高めることが期待されている。
さら
には、CSDデータでPDBのリガンドと全く共通なものについ
ては、wwPDBからもCSDの座標を公開することが許容され
る内容となっている。
【文献】[1] Kinjo et al. (2012) Nucl. Acids Res.
Database issue (doi: 10.1093/nar/gkr811)

自己紹介
ベンアマール氏は本委員会最初の外国人
委員であるので、坂部知平委員長の発案で
自己紹介記事をお願いした。
富士フイルム株式会社
R&D統括本部 解析技術センター

研究員
ベンアマール ユセフ

今年４月に本委員会に入会しました富士フイルム株式会
社のベンアマール ユセフ
（R＆D統括本部 解析技術セン
ター 研究員）
です。
よろしくお願いします。
私は北アフリカのチュニジア出身です。
チュニジアは地中海
に面した観光立国で、
ローマの遺跡・サハラ砂漠・オリーブ等
が有名です。1999年、大阪市立大学大学院博士課程に留学
するため来日しました。大学院 修了後は、国立循環器病セ
ンター研究所（大阪・吹田）
で流動研究員、学術振興会外国
人特別研究員を経て室長として働きました。
この時から構造
解析の仕事に携わっています。その後、昨年から現職に就い
ています。現在は、薬剤候補化合物の最適化に必須となる多
数の標的タンパク質の試料調製、結晶化、X線回折データの
取得、立体構造解析を行い、標的タンパク質の立体構造と薬
剤候補化合物との結合状態の情報取得を担当しています。
私が所属する解析技術センターは、神奈川工場足柄（神奈
川県南足柄市）内に立地し、最先端の分析・解析技術ならび
に計算科学を駆使して機能性材料・デバイスの機能やそのメ
カニズムを解明し、商品開発を先導する水先案内人として研
究および技術開発を行っています。私は構造生物にかかわる
仕事に従事しています。
委員会主催の研究会に積極的に参加することで、知見を深
めるとともに会員の皆さんとの親睦によりネットワークを拡げ
たいと考えています。

ISDSB2013の進捗状況
ISDSB2013 実行委員長 山根 隆
伊藤秀一郎氏がご事情により9月末にISDSB2013 実行
委員を辞退されましたので、当面21名の体制で開催に向け
準備を進めることになりました。10月4日169委員会の第36
回 研 究 会 の 前 に 、1 4 名 の 実 行 委 員 が 集 まり第 1 0 回
ISDSB2013 実行委員会を開催しました。
ISDSB2013は2013年5月26日―29日名古屋で開催の
予定です。
ご存知のように今は世界的に不況で広告、展示、
寄付を集めるのが非常に厳しい状況です。実行委員会で検
討した結果、参加登録費の値上げはやむを得ないということ
になりました。
また、ISDSB2010のように、
バンケット代は別
にすることにしました。
さらに、予稿集も製本せず、CDあるい
はフラッシュメモリーで配布することにしました。
プロシー
ディング
（Journal of Synchrotron Radiationの特別号）
は参加者のincentiveを高めるためにも従来通り発行しま
す。
169委員会 第36回研究会プログラム
100%１．
日
時：平成２３年10月4日
（火）
２．場
所：ゆうぽうと 6階 菖蒲の間
東京都品川区８−４−１３ 電話：03-3490-5111
東急池上線「大崎広小路駅」徒歩約1分
都営地下鉄・JR「五反田駅」西口徒歩約5分
JR「大崎駅」西口徒歩約7分
http://www.u-port.jp/
３．研 究 会
１）13:00−14:30
司会 未定
『生命現象発現における水の並進エントロピーの重要性』
京都大学エネルギー理工学研究所
木下 正弘
２）休憩 14:30 −15:00
３ ）1 5 : 0 0 − 1 6 : 0 0
司会 未定
『J-PARC設置のiBIXによる中性子構造生物学研究の現状』
茨城大学フロンティア応用原子科学研究センター
日下 勝弘
４）16:00-17:00
司会 未定
『中性子回折法で観測されたタンパク質の水和構造とその
意義』
京都大学原子炉実験所
茶竹 俊行
４．懇親会 17:30-19:30
ゆうぽうと
回折構造生物ニュース
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日本で開催するシンポジウムを魅力的な内容にするため
には、欧米の招待講演者の旅費の負担はやむを得ないと
思っています。
ただし、厳しい予算状況を踏まえると、旅費の
1部負担で来てもらうようお願いせざるを得ない状況です。
予算を立てる上で、募金の必要性が認識され、募金委員
会の設置（委員長は坂部169委員会委員長）
が承認されま
した。募金の目標額は200万円です。
まだ検討段階ですが、
ISDSB2007と同様に募金1口につき招待券1枚を発行す
る方向です。以上厳しい状況ではありますが、ISDSB2013
を成功させるために招待を含め200名以上の参加者がある
ことを切に願っております。皆様のご協力と周りの方々への
ご紹介、
ご勧誘をよろしくお願いいたします。
169委員会
１．
日

時：平成

第37回研究会プログラム
23年

12月 13日
（火）

２．
場

所：ゆうぽうと 6階 花梨の間
東京都品川区８−４−１３ 電話：03-3490-5111
東急池上線
「大崎広小路駅」
徒歩約1分
都営地下鉄・JR
「五反田駅」
西口徒歩約5分
JR
「大崎駅」
西口徒歩約7分
http://www.u-port.jp/
３．
研 究 会
１）
13:00−13:30
司会 山根 隆
『量子ビーム融合化小委員会報告』
２）
13:30−14:30
司会 曽我部 智
『イオンポンプ作動機構の構造的理解』
東京大学分子細胞生物学研究所
３）
休憩

14:30 −15:00

坂部知平

豊島

近

４ ）1 5 : 0 0 − 1 6 : 0 0
司会 齋藤 純一
『環状ペプチドによる三量体Gタンパク質の阻害機構』
奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科
北野 健
５）16:00-17:00
司会 足立 伸一
『微結晶を用いた受容体膜タンパク質の構造解析』
京都大学大学院医学研究科
岩田 想
４．
懇親会 17:30-19:30
ゆうぽうと
講師以外の懇親会出席者からは当日懇親会費１,０００円を
徴収させて頂きます。
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